
１（月） ２（火） ３（水） ４（木） ５（金） ６（土）
 中華風雑炊  はちみつパン  全粥  ロールパン（いちごジャム）  卵雑炊  ショコラロール
 ビーフン炒め  豆とウインナーのスープ煮  白菜の煮浸し  ブロッコリーのコンソメ煮  竹輪とインゲンの炒め煮  ポテトサラダ
 フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳
 五目豆・ミルージュ  たいみそ・牛乳  白いんげん豆・牛乳
 赤飯（お誕生日会）  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 天ぷら盛り合わせ  鶏肉のねぎソース焼き  鰆の利休煮  クリームシチュー  ホキのタルタル焼き  カレー風味照り焼きチキン

 茶碗蒸し  ぜんまい含め煮  炒り豆腐  マカロニソテー  里芋のゆず香煮  豆腐のなめこあん
 フルーツ（メロン）  ブロッコリーのサラダ  ほうれん草のおろしポン酢和え  キャベツサラダ  青梗菜の和え物  春雨の酢の物
 赤だし汁（花麩）  すまし汁（しめじ）  みそ汁（ごぼう）  フルーツ（もも缶）  冬瓜スープ  みそ汁（白菜）
ビール・ジュース

間食  ケーキ・紅茶  りんごジュース  オリゴワン（食物繊維）  野菜ジュース  豆乳カフェオレ  ヤクルト400LT
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 豚肉の生姜炒め（塩麹）  スペイン風オムレツ  牛肉と野菜の炒め物  鱈のピリ辛焼き  豚肉のオイスターソース炒め  鯖の煮付け
 冬瓜の田楽  キャベツソテー  ひじき煮  南瓜の甘煮  なすのゴマ和え  大根のツナ和え
 もずく酢  フルーツ（みかん缶）  さくら漬  きざみたくあん  きゅうり漬  高菜漬
 すまし汁（春菊）  スープ(インゲン)  みそ汁（もやし）  みそ汁（えのき）  みそ汁（豆腐）  かきたま汁

７（日） ８（月） ９（火） １０（水） １１（木） １２（金） １３（土）
 イチゴジャムパン  鶏雑炊  オレンジリング  わかめ粥  ミニストロベリーツイスト  全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ）

 野菜のトマト煮  厚揚げの煮物  マカロニサラダ  切干大根の煮物  キャベツソテー  さつま揚げの煮物  野菜の炒め煮
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 うぐいす豆・ヤクルト  金時豆・牛乳  梅びしお・ジョア
 米飯  新生姜ご飯 醤油ラーメン  米飯  米飯  米飯
 鶏肉の山椒炒め  鯖の塩焼き 茄子のそぼろ煮  ミックスフライ  肉豆腐  豚肉の大和煮

 鮭ちらし寿司(七夕)  さつま芋の煮物  れんこんの炒め煮 柔らか杏仁豆腐  ゴーヤチャンプルー  じゃが芋の甘辛炒め  煮豆
 ミニ鱧の湯引き  インゲンのピーナツ和え  冬瓜の冷製柚子みそかけ 菜飯  フルーツ（洋梨缶）  インゲンのサラダ  白菜のレモン和え
 冬瓜のえびあんかけ  みそ汁（豆腐）  すまし汁（昆布）  赤だし汁（なめこ）  もずくスープ  すまし汁（花麩）
 2色そうめん  オリゴワン（鉄・カルシウム）  カルピスウォーター 北２　本１　紅茶  野菜ジュース  グリンティー  ヤクルト400LT
 天の川ゼリー 北1　本2　手作りパフェ

 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 星型ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞとｶﾆｸﾘｨｰﾐｰｺﾛｯｹ  めばるのごま味噌焼き  八宝菜  千草焼き  鶏のｿﾃｰおろしポン酢のせ  鰆の胡麻マヨ焼き  肉団子と野菜の煮込み

 野菜の煮物  あんかけ卵豆腐（冷）  カリフラワーのドレッシング和え  ほうれん草のゆず和え  金平ごぼう  厚揚げの卵とじ  ひじき煮
 しば漬  フルーツ（白桃缶)  きざみたくあん  きゅうり漬  もずくサラダ  しば漬  フルーツ（白桃缶)
 みそ汁（里芋）  すまし汁（ほうれん草）  みそ汁（じゃが芋）  みそ汁（豆腐）  みそ汁（玉ねぎ）  みそ汁（竹輪）  みそ汁（里芋）

１４（日） １５（月） １６（火） １７（水） １８（木） １９（金） ２０（土）
 ミニ山シュガー  茶粥  ロールパン（ブルーベリジャム）  卵雑炊  レーズンペストリー  全粥  豆乳クリームパン
 野菜のソテー  切干大根の煮物  野菜のコンソメ煮  ひじき煮  ソーセージソテー  えんどうと卵の炒めもの  スパゲティーサラダ
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 うぐいす豆・牛乳  五目豆・ジョア  たいみそ・牛乳
 米飯  米飯  カレーライス  米飯  米飯  わかめご飯（ミニ）  米飯
 チキン南蛮  鯵の山椒煮  人参とセロリのソテー  鰆のムニエル  豚肉のケチャップ炒め  焼きそば  鶏の照り焼き
 さつま芋の甘煮  春雨炒め  ほうれん草サラダ  マカロニソテー  卯の花  花野菜のサラダ  里芋の煮物
 オクラのなめたけ和え  小松菜の和えもの  スープ（マッシュルーム）  フルーツ（もも缶）  もずく酢  梅ゼリー  もやしの梅和え
 みそ汁（大根）  みそ汁（もやし）  スープ（カリフラワー）  みそ汁（キャベツ）  すまし汁（オクラ）  すまし汁（蒲鉾）

間食  紅茶  オレンジジュース  ヤクルト400LT  アップルティー  カフェオレ  オリゴワン（食物繊維）  ミルク紅茶
 米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 ホキの味噌焼き  肉じゃが  揚げだし豆腐中華あん  つくねの照り焼き  かに玉あんかけ  鯖の煮付け  鱈の甘酢煮
 冷やし冬瓜のあんかけ  なすのゴマ和え  豚肉と白菜の炒め物  里芋のツナ煮  じゃが芋ともやしのｵｲｽﾀｰ炒め  ほうれん草のおかか和え  レンコン金平
 ピーマン漬  きゅうり漬  きざみたくあん  ピーマン漬  フルーツ（みかん缶）  しその実漬  きゅうり漬
 すまし汁（卵）  みそ汁（白菜）  スープ（もずく）  みそ汁（南瓜）  スープ（冬瓜）  みそ汁（さつま芋）  みそ汁（なす）

２１（日） ２２（月） ２３（火） ２４（水） ２５（木） ２６（金） ２７（土）
 あんぱん  野菜雑炊  ミニ黒糖ツイスト  全粥  ロールパン（ﾁｮｺﾚｰﾄｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ）  梅粥  りんごパン
 インゲンの炒めもの  さつま揚げの炒め煮  野菜のミルク煮  白菜と竹輪の卵とじ  カリフラワのコンソメ煮  ひじき煮  キャベツソテー
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳

 うぐいす豆・ジョア  のり佃煮・牛乳  五目豆・ミルージュ
 米飯  炊き込み炒飯  米飯  米飯  わかめご飯（ミニ）  米飯
 鰆の幽庵焼き  餃子  鯵の南蛮漬  豚肉と野菜の焼肉風炒め  冷やし中華  鶏のから揚げ  うな丼（土用の丑）
 じゃが芋の金平  青梗菜ナムル  アスパラとウインナーの炒め物  厚揚げの煮物  ミニ麻婆茄子  オープンオムレツ  焼きなす
 ほうれん草のおかか和え  スープ（たけのこ）  野菜サラダ  ブロッコリーの辛子和え  しゅうまい  大根なます  胡瓜と若布の酢の物
 すまし汁（大根）  すまし汁（小松菜）  みそ汁（里芋）  コンソメスープ  すまし汁（オクラ）

間食  抹茶豆乳ラテ  カルピスウォーター  豆乳カフェオレ  野菜ジュース  オリゴワン（食物繊維）  グリンティー  ジョア
 米飯（ミニ）  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯  米飯
 お好み焼き  赤魚の生姜煮  鶏の甘辛煮  鯖の味噌煮  牛肉のしぐれ煮  めばるの煮付け  豚肉と野菜のもろみ炒め

 ごぼうの甘辛炒め  里芋の信田煮  チャンプルー  もやしとひき肉の炒めもの  ほうれん草のお浸し  じゃが芋とウインナーの炒め物  インゲンのピーナツ和え

 フルーツ（みかん缶）  きざみたくあん  ピーマン漬  しば漬  フルーツ（もも缶）  きゅうり漬  きざみたくあん
 みそ汁（白菜）  みそ汁（えのき）  みそ汁（大根）  すまし汁（もずく）  みそ汁（大根）  みそ汁（ほうれん草）  すまし汁（豆腐）

２８（日） ２９（月） ３０（火） ３１（水）
 ミニ山シュガー  鮭雑炊  オレンジリング  かに雑炊
 野菜のコンソメ煮  冬瓜の煮物  大豆とベーコンのスープ煮  インゲンの煮浸し
 牛乳  フルーツ（バナナ）  牛乳  フルーツ（バナナ）

 うぐいす豆・ジョア  金時豆・牛乳
 米飯  米飯  たぬきそば（揚げ､天かす）  夏のちらし寿司
 牛肉コロッケ  鰆のつけ焼き キャベツの甘酢和え  筑前煮（ミニ）
 えんどうとウインナーの炒め物  里芋の田楽  だし巻き玉子  小松菜のお浸し
 もやしのナムル  冷奴 菜飯  すまし汁（麩）
 みそ汁（大根）  すまし汁（そうめん）
 オリゴワン（鉄・カルシウム）  りんごジュース 北1　本2　豆乳カフェオレ  ミルク紅茶

北2　本１　プリンパフェ

 米飯  米飯  米飯  米飯
 白身魚のマスタード焼き  親子煮（備蓄食使用）  豚肉と蓮根の胡麻炒め  ブリの照り焼き
 さつま芋のレモン煮  小松菜と竹輪の炒めもの  もやしのソテー  切干大根の煮物
 しば漬  ピーマン漬  フルーツ（みかん缶）  きゅうり漬
 すまし汁（ほうれん草）  みそ汁（玉ねぎ）  みそ汁（じゃが芋）  みそ汁（白菜）
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　江戸時代のある日、まだ夏にうなぎを食べる習慣がなく、商売が
うまく行かないうなぎ屋が平賀源内に相談をもちかけた。源内は、
「丑の日に『う』の字がつく物を食べると夏負けしない」という言い伝
えをもとに、『本日　丑の日』と書いて店先に貼る事を勧めた。

　そのうなぎ屋は大繁盛し、ほかのうなぎ屋もそれをまねるようにな
り、【土用の丑の日】にうなぎを食べる習慣が定着しました。

　うなぎの栄養は、脂肪分のほか、ビタミンA・B・C・D・Eは肉や卵に
負けず多く、特に疲労回復物質のビタミンB類が豊富で、夏バテ、
食欲減退防止に効果的であり、理にかなっているといえる。

これが大当たり！！！

土用の丑の日（所説ありますが・・）
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